
【友和小学校】＜大単元名：「小学校生活のスタートだ！」 実施時期：Ⅰ期４月＞        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 大単元構成の趣旨  

   これまでの園での経験や人間関係を生かしながら，新しい先生や友達と安心して楽しく小学校生活をスタートでき

るように，生活科を中心に単元構成をし，学習活動の工夫をする。特別支援教育の視点を取り入れ，環境設定や指

導・支援の工夫をすることで，学校や学級でのルールを理解しやすく，主体的に行動できるように配慮する。 

◇ 大単元の目標  

小学校での生活や決まりが分かり，新しい先生や友達と楽しく安心して生活ができるようにする。 

◇ 大単元の計画 

 ①指導目標 

教科等 指導目標 

生活 

小学校生活に関心を持ち，楽しく安心して遊びや生活ができるようにする。（関・意・態） 

友達と関わろうという気持ちを紹介カードなどで素直に表現することができる。（思・判） 

学校の 1日の流れや学校の施設の様子や人のことに気付くことができる。（気付き） 

国語 

お話の絵に興味を持って見たり，進んで友達と話をしたりすることができるようにする。（関・意・態） 

丁寧な言葉で返事や挨拶，自己紹介をできるようにする。先生や友達の話を聞くことができるようにする。（話・聞） 

読み聞かせを楽しんだり，好きな本を選んで読んだりすることができるようにする。（読） 

算数 

数量に対する親しみや関心を持つことができるようにする。（関・意・態） 

ものの集まり，仲間づくり，１対１対応の味方・考え方を身に付けることができるようにする。（考え方） 

ものの集まりをつくったり，１対１に対応付けたりすることができるようにする。（技能） 

音楽 拍の流れや曲の感じに合わせて，進んで歌ったり聴いたりすることができるようにする。（関・意・態） 

図画工作 

楽しみながら思いのままに取り組むことができるようにする。（関・意・態） 

クレヨンやパスなどを使いながら表し方を工夫することができるようにする。（技） 

友達と話したり聞いたりしながら，自分達の作品を見ることを楽しむことができるようにする。 （鑑） 

体育 
順番や決まりを守り，友達と仲良く運動することができるようにする。（関・意・態） 

固定施設を使う時のルールやマナーを理解することができるようにする。（思・判） 

道徳 

学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくする。４－（４） 

健康や安全に気を付け，身の回りを整え，規則正しい生活をする。１－（１） 

気持ちのよいあいさつに心がけて，まわりの人に明るく接する。２－（１） 

特別活動 

学校生活のあらましを知り，安全に友達と仲良く過ごそうとする意欲を高める。（関・意・態） 

給食の決まりを知り，給食は体のために大切であることを理解することができるようにする。（知・理） 

掃除道具の使い方や掃除の仕方を理解することができるようにする。（知・理） 

 ②小単元 

小単元名（週） 活動 教科等（時数） 

じぶんでできるよ 

（第１週～第３週） 

入学式 行事（２） 

今日から１年生（すたあとぶっく） 生活（１），学活（１） 

おいしい給食 学活（１） 

歯みがき・手洗い名人（すたあとぶっく） 生活（１） 

べんきょうがはじまりますよ（すたあとぶっく） 道徳（１），生活（４／９），体育（５／９） 

掃除の手順「ピカピカ大作戦」 学活（１） 

身体測定 行事（１） 

ようこそ１ねんせい（すたあとぶっく） 道徳（１） 

図書室の利用の仕方 学活（１） 

なかよしになりたいな  

（第１週～第６週） 

ゆうちゃんタイム 裁量（５），音楽（３），国語（２），算数（２） 

なかよしになりたいな 生活（２と５／９）体育（４／９），国語（１） 

あつまれ！おんがくなかま 音楽（２） 

あいさつ 外国語（１） 

固定施設を使った遊び 体育（３） 

あいさつ 道徳（１），国語（１） 

しりたいな 

やってみたいな 

（第２週～第４週） 

オリエンテーション，算数への導入 算数（３） 

ほんがたくさん 国語（４） 

みんなのせかい 国語（３） 

たのしいなおもしろいな 図工（４） 

しせいともちかた 書写（２） 

計 ５１時間 

 

 

 

 

この期に目指す姿 ・学校生活に必要な約束やルールを知り，身の回りのことを自分でやろうとする。（生活する力） 
・新しく出会う先生や友達と進んで関わろうとする。（集団生活力） 

・知りたい，やってみたいと意欲的に取り組もうとする。（学習する力） 

 

 

 

事例 ① 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児期からつながる小学校での育ちや学び  
友達との関わりを楽しみ，人の話を聞いたり，自分の考えを自分なりの言葉で表現したりする経験を積み重ね

てきたことがベースとなり，本時でも，友達との関わりを楽しんだり，教師の出す問題をよく聞き，答えをグル

ープの友達と相談し合ったりする姿が見られたと考える。 

◇ 本時の目標（７/１２）  

・ゆうちゃんタイムの中で，楽しく安心して友達と遊んだり，関わったりすることができる。 

◇ 本時の展開の様子 

学習中の児童の姿 指導の工夫  児童の姿の見取り 

○朝の支度 

・手順を覚えている子，手順表で確認

している子，友達を真似る子など，

様々だったが，どの児童も自分なりに

朝の支度を終え，ゆうちゃんルーム

に嬉しそうに移動した。 

・朝の支度の手順表（写真付き）を黒

板に掲示した。自力では難しい児童

には，手順表を指差し声をかける

と，自分で気付き，名札を付けた。そ

の後は，自分から手順表を確認しに

いく姿も見られた。 

・自ら動けるような環境設定をしたこと

や，複数の職員で行動観察をしながら

児童に合わせた最小限の支援と肯定

的な言葉がけを行ったことで，全員が

意欲的に朝の支度をすることができ

た。 

○ゆうちゃんタイム 【自由遊び】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全に遊べて児童の興味があるも

のや，友達と一緒に遊べて会話が

生まれそうなものをコーナーに設定

した。 

・文字パズルをやって見せ，おもしろ

さを伝えた。そこへ「ぼくもやりた

い。」と他の友達が集まってきたの

で，「チームを作ってやるといいよ。」

と，関わるきっかけを作った。 

・「何作ったの？みんなこっちに持っ

て来てよ。」と空いた机の所に誘い，

「これ何だろうね？」と他の児童に投

げかけた。 

 ・教師が間に入り友達との会話のきっ

かけを作ることで，新しい友達と関わ

る姿が見られた。 

 

・以前は黙々とブロックで好きなものを

作っていた児童もいたが，できた作品

を紹介し合う場所や時間を設定するこ

とで，自分の作品を紹介する児童や

友達の作品を認めたり質問を投げか

けたりする児童の姿が見られた。 

 

 

 

○ゆうちゃんタイム 【朝の会】 

・健康観察（教師とハイタッチ） 

・初めは手や視線を合わそうとしなか

った児童も元気よくタッチをし始めた。

「１，２，３！」と数えながらアレンジし

て挨拶をする児童も出てきた。 
 

・園で習った歌や手遊び 

 おにのパンツ，じゃんけん列車 
 

・集団ゲーム（グループごとに答えを考える）  

 ①息ぴったりゲーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②何を言っているでしょう？クイズ 

・児童は，教師の口元に注意を向け

同じ形をしてみる児童もいた。 

・１人ずつ名前を呼びながら，ハイタ

ッチと笑顔でスキンシップをとった。

次の友達の名前を教えてくれる児童

がいたので，「ありがとう。一緒に呼

んでくれる？せーの！」と声をかけ

ると，園で一緒だった児童が声を合

わせて名前を呼ぶようになった。 

 

 

・話合いが深まるように，スモールス

テップで進めた。 

①友達と対面できる。 

②自分の考えを言える。 

③その理由を言える。 

 

・「強そうなポーズにしよう。」と意図

的にヒントを与えたり，「どうしてそれ

だと思ったの？」と理由を聞くように

したりした。 
 

・全員が教師の口元に注目するよう

に間をとり，視線を合わせてからクイ

ズを始めた。 

 ・園のように教師との距離感を縮め，

どんなハイタッチも受け入れることで，

安心して自分を出せる児童が増えた。 

 

 

 

 

 

 

・スモールステップで進めることで，グ

ループの友達と顔を見合ったり考えを

聞いたりしながら話合いに少しずつ慣

れていくことができた。 

 

・文字パズルや言葉クイズを取り入れ

ることで，言葉への関心を高め，後の

言葉集めや口形練習などの国語の学

習につなぐことができた。 

・適度な間を取ったり，注目したくなる

ようなクイズを取り入れたりすること

で，落ち着いて話を聞くことができた。 

・読み聞かせ    

 

ブロック，ドミノ，あやとり，折り紙，ぬり絵，

お絵かき，絵本，文字パズル 

わしって何？ 

たわしもできるよ 

強い鳥のことよ 

◇ 考察 ゆうちゃんルームで楽しく遊ぶ中で，新しい友達との関わりが見られた。また，教師の話や友達の

話をよく聞いたり，自分の考えを伝えたりする姿も出てきた。今後は，どの児童も進んで関わり合うことが

できるように，児童の実態に応じた支援が必要だと考える。 
 

先生が強そうって言ったから 

グーのポーズじゃない？ 

ほら手をギュッと

したら強いよ。 



【友和小学校】 

＜大単元名：「くわしく伝えよう～幼稚園や保育園と交流会をしよう～」 実施時期：Ⅱ期１１月＞        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 大単元構成の趣旨  

   幼稚園や保育園の年長児達と仲良くなるために，交流会を計画・準備する。その際，国語科の学習で作った

「すきなものクイズ」や「ことばあそびうた」を紹介したり，生活科の学習で作った秋のおもちゃを使って一緒に

遊んだりすることで， 小学校への入学を楽しみにしてもらえるようにする。 

 

◇ 大単元の目標 

幼稚園や保育園の年長児達と仲良くなるために， 交流会を計画・準備し，「すきなものクイズ」や「ことばあ

そびうた」を紹介したり，秋のおもちゃを使って一緒に遊んだりする。  
 

 

大単元の計画 

 ①指導目標 

教科等 指導目標 

生活 

身近な自然物を使って，遊びに使うものを作ったり，遊んだりすることに関心を持ち，園児と楽しく

遊ぼうとする。（関・意・態） 

自然物や身の回りにあるものを利用して，遊びに使うものを工夫して作ったり，園児が楽しく遊べ

るように，約束やルールを考えたりしながら，みんなで楽しく遊ぶことができる。（思・判） 

自分たちが，園児を楽しませることができたことが分かり，自分自身の成長に気付くことができ

る。（気付き） 

国語 

「すきなものクイズ」や「ことばあそびうた」に興味を持ち，進んで作ろうとする。（関・意・態） 

友達が作った言葉遊び歌を読んで，よかったところや面白かったところなどの感想を伝え合うこと

ができる。（書） 

友達に「すきなものクイズ」を紹介したり，友達の「すきなものクイズ」を聞いて質問をしたりするこ

とができる。（話・聞） 

図画工作 ことばあそび歌に添える絵を考えて，楽しみながら描くことできる。（関・意・態） 

道徳 幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し，親切にする。４－（５）（郷土愛） 

 ②小単元 

小単元名（週） 活動 教科等（時数） 

幼稚園や保育園

と交流会をしよう 

つくろうあそぼう（計画を立てる） 生活（１） 

つくろうあそぼう（遊ぶものを作る） 生活（２） 

つくろうあそぼう（遊び方や進め方を考える） 生活（３） 

つくろうあそぼう（練習をする） 生活（３） 

つくろうあそぼう（保育園と交流会をする） 生活（２） 

つくろうあそぼう（幼稚園と交流会をする） 生活（２） 

つくろうあそぼう（振り返りをする） 生活（１） 

ことばあそびうたをつくろう 国語（６），図工（１） 

すきなものクイズをしよう 国語（４） 

はしのうえのおおかみ 道徳（１） 

計 ２６時間 

 

 

 

この期に目指す姿  
・友達のがんばりを認めたり，よさを見付けたりする。（したことの理由を言える。）【集団生活力】 

・見たことやしたことなどを班の人と話し合ったり，くわしく書いたりする。（グループ活動）【学習する力】 

 

 

 

事例 ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たわしもできるよ 

幼児期からつながる小学校での育ちや学び  

幼児期からグループで話し合う場を取り入れてきたことで，話合いの時の司会や細かな進行表がなくても自然と話

し合うことができている。友達の考えを聞きたい，自分の考えを言いたいという児童に育ってきていると考える。 

◇ 本時の目標（５/７） 国語科「ことばあそびうたをつくろう」 

・友達が作った言葉遊び歌を読んで，よかったところや面白かったところなどの感想を伝え合うことができ

る。 

◇ 本時の展開の様子 

学習中の児童の姿 指導の工夫  児童の姿の見取り 

○めあてと本時の流れを確認した後，

全体で，紹介の仕方を確認する。 

 

 

・始めに，児童の作品を教材提示

装置で提示し，教師と児童とのや

りとりでモデルを示した。 

 

①グループの中で紹介し合う。 

 

 

 

 

 

・意欲的に紹介し合えるように，一

か所（擬態語・擬音語）を付箋で隠

して紹介し合った。 

 

・当たりはずれのクイズにならない

ように，ピタリ賞の他に，きらり賞を

作り，伝え合うことにした。 

 

・話合いを進めるための手立てとし

て，簡単な言葉とイラストで話し合

いの流れが分かるものを黒板に掲

示した。                         

  

 「どんな言葉を入れたのだろう。」と

クイズのような形式にしたことで，

全員が自分なりに感じた言葉を友

達に伝えることができていた。 

 

・友達が考えた言葉を聞いて，「へ

え～。」「自分と一緒じゃ。」などつ

ぶやきながら交流することができ

た。中には，自分から理由を言え

る児童や友達に「どうして？」と聞

いている児童もいた。 

 

・４人組のグループでの話し合い

は，児童中心に進んでいた。中に

は，進め方に迷うグループもあっ

たが，自分達で考えながら進める

ことができた。 

②ペアの友達の言葉遊び歌のきらりを

見つけ，伝え合う。 

 

 

 

 

 

 

 

・ペアの児童の言葉遊び歌を声に

出して読みリズムなどを楽しむ時

間を設けた。気に入った擬音語や

擬態語に花マルを付けさせた。 

 

 ・友達の作品を読んで，気に入っ

た擬音語や擬態語に花マルを付

け，多くの児童が，よかった理由も

添えてお手紙のように書くことがで

きた。 

 

 

③全体で，友達の言葉遊び歌のきらり

を発表しあう。 

・教材提示装置を用意し，共有で

きるようにした。 

・どうしていいと思ったのかを引き

出せるように，言葉かけを工夫し

た。 

 ・どうしていいと思ったのかを，言

葉や身振り手振りで表現すること

ができていた。 

〇振り返り    

 

◇ 考察 
作品の一部を隠して紹介し合うことで，合う擬態語や擬音語，リズムを考えることにつながった。書くことの能力を

伸ばす上でも効果的で，交流の意欲も高まった。また，グループ→ペア→全体と紹介し合う場を三段階で設定したこ

とで，感想を自分の言葉で表現することができ，友達のよさを認めたり友達に認められたりする姿が多く見られた。 

   
 

私だったら ジュージュー。 

何て書いたと思う？ 

どうしてそう思った？ 

その後の幼稚園児と

の交流会での様子 



【友和小学校】 ＜大単元名：「ありがとうを伝えよう」 実施時期：Ⅲ期３月＞        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 大単元構成の趣旨  

   これまでお世話になった人達との関わりを振り返り，感謝の気持ちを表すことができるように，生活

科を中心に単元構成をする。児童の思いが引き出せるように，活動する時間を十分に確保したり，個々

の役割を明確にしたりすることで，主体的に行動できるように配慮する。  

◇ 大単元の目標   

   この１年間を振り返り，お世話になった人達に，感謝の気持ちを表現することができるようにする。 

◇ 大単元の計画 

 ①指導目標 

教科等 指導目標 

生活 

入学してからの１年間を振り返り，お世話になった方への感謝の気持ちや，２年生に向けての期待感を持って生活しよ

うとする。（関・意・態） 

６年生を送る会や地域の人との交流活動（感謝の会）を通して,伝え合う楽しさを感じたり感謝の気持ちを持ったりしな

がら，自分達の成長やこれからの成長について素直に表現する。（思・判） 

自分や友達のよさが分かるとともに，内面的な成長や,自分達がこれからも成長できることに気付く。（気付き） 

国語 
「じゃんけ

んやさん」

をひらこう 

新しいじゃんけんを作って説明することに関心を持ち,進んで取り組もうとする。（関・意・態） 

聞き手に伝わるよう,声の大きさや速さに注意して,はっきりと話す。（話・聞） 

説明する順序に沿って,内容のまとまりごとに原稿を書く。（書） 

国語 
「おもいで

ブック」を

つくろう 

これまでに書いた文章を読み返すことに楽しみを感じながら,「おもいでブック」を作ろうとする。（関・意・態） 

一年間を振り返り,最も心に残った,文章に書きたい思い出を決める。（書） 

助詞の「は」「へ」「を」や句読点などの符号を正しく使う。（言） 

音楽 
交互唱の面白さを感じ取りながら,友達と一緒に表現する喜びを味わう。（関・意・態） 

拍の流れや言葉のリズムの面白さを感じ取りながらリズム表現を楽しむ。（工） 

図画工作 

楽しかったことや好きなことなど,話したいことを楽しく絵に表そうとする。（関・意・態） 

経験したことや思ったことなど,絵に表して話したいことを考える。（想） 

話したいことが伝わるように,描くものの形や色を工夫して絵に表す。（技） 

道徳 
気持ちのよいあいさつ,言葉遣い,動作などに心掛けて,明るく接する。２－（１）（礼儀） 

先生を敬愛し，学校の人々に親しんで,学級や学校の生活を楽しくする。４－（４）（愛校心） 

特別活動 ６年生を送る会の目的を知り,６年生のために何ができるのか話し合う。 

 ②小単元 

小単元名（週） 活動 教科等（時数） 

   ありがとうを つたえよう
～６年生を送る会に向けて～      

    （第３９週～第４１週） 

６年生を送る会に向けて 学活（１） 

せんせいあのね（６年生との思い出を絵に表す） 図工（２） 

ききあってあわせて（６年生を送る会で歌う歌の練習） 音楽（５） 

たびにでて 道徳（１） 

６年生を送る会 行事（１） 

ありがとうを つたえよう
～見守り隊の皆さんへの        

感謝の会に向けて～      
（第３９週～第４３週） 

 

もうすぐ２年生（計画を立てる） 生活（１） 

もうすぐ２年生（感謝の気持ちを表すカード作り） 生活（１） 

もうすぐ２年生（係を決めて準備をする） 生活（１） 

もうすぐ２年生（感謝の会の練習をする） 生活（２） 

もうすぐ２年生（感謝の会の実施と振り返りをする） 生活（２） 

「じゃんけんやさん」をひらこう 国語（９） 

「おもいでブック」をつくろう 国語（９） 

もうすぐ２年生 道徳（１） 

計 ３６時間 

 

この期に目指す姿  

・これまでお世話になった人達に感謝の気持ちを伝えようとする。（生活する力） 

・友達のよさを見付け，よさを伝え合う。（集団生活力） 

  ・学習してきたことを振り返り，まとめをする。（学習する力）   

 

 

 

事例 ③ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児期からつながる小学校での育ちや学び  

幼児期から友達と話し合い自分達で考えることを大切にしたことで，準備を意欲的に進め，お世話にな

った見守り隊の皆さんにできるようになったことや感謝の気持ちを，自信を持って表現する姿が見られた

と考える。 

 

 

◇ 本時の目標（５/７） 生活科「もうすぐ２年生」 

・見守り隊の皆さんへの感謝の会を開き,感謝の気持ちを伝える。 

◇ 本時の展開の様子 

学習中の児童の姿 指導の工夫  ②児童の姿の見取り 

○はじめの言葉 

 

○見守り隊の皆さんにできるようになったこ

とを紹介したり，一緒にゲームをしたりして

過ごす。 

・「じゃんけんやさん」の紹介 

 

・「伝言ゲーム」 

 

○「感謝の気持ちを表したカード」を代表の

児童が手渡しをする。 

 

○終わりの言葉 

・全ての児童に一人一役を持ち，発表を

したり代表で言葉を言ったりするなど

の役割を持つようにする。 

・本時までに，「はじめの言葉」や「終

わりの言葉」を担当する児童にどんなこ

とを書くのか確認をして自分の言葉で

書かせた。発表の練習も，児童が自信を

持って行えるように練習の時間を確保

した。        

 

・事前準備として，見守り隊の皆さんに

見せたいことや一緒に行いたいことの

希望ができるだけ叶うようにし，グルー

プ作りを行い，準備が進められるように

した。（左記の他に「けん玉」「こま」「お

手玉」の披露をするグループもあった。） 

・前時に感謝の会の練習を行い，安心し

て発表や進行ができるようにした。改善

したらよいところは，グループで相談し

て修正する時間を確保し，当日を迎えら

れるようにした。         

・当日は，児童の進行や発表がスムーズ

に行えるように，必要に応じて児童に声

をかけたり，児童の意図を見守り隊の皆

さんに伝えたりした。          

・言葉を言う前にする「礼」

がとてもきれいで丁寧だっ

た。自分が書いた原稿を自

信をもって見守り隊の皆さ

んの前で発表することがで

きた。 

 

・児童の発表する姿やゲー

ムを進めたりする姿に，見

守り隊の皆さんが，とても

温かく受け止めてくださっ

た。楽しむ表情を見せてく

ださったり，再三，児童に

褒める言葉をかけたりして

くださった。そのことによ

り，児童が安心して各自が

準備してきたことを表現す

ることができた。「よかっ

た。ちゃんと伝えられて。」

とホッとする児童，「一緒に

じゃんけんができてうれし

い。」と喜ぶ児童の姿が見ら

れた。 

・グループで話し合いなが

ら準備を進めてきた。前時

までの改善点を修正して当

日には上手く進行したり発

表したりすることができ

た。 

◇ 考察 

お世話になった見守り隊の皆さんに「感謝の気持ち」と，「いろいろなことができるようになった自分」を伝え

る場として,児童は張り切って活動をすることができた。当日は,見守り隊の皆さんの児童への温かい言葉がけに

より，児童の意欲がより高まり，「ちゃんと見守り隊の皆さんに伝わったよ。」「ドキドキしたけれど，お世話にな

ったことのお礼が言えたよ。」と達成感を味わうことができた。また，当日を迎えるまでに，いくつかグループを

作って準備を進めた。話し合ったり一緒に練習をしたりすることで,友達と協力しながらゴールに向かうことがで

きた。             

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは，この日まで

に，見守り隊の皆さん

に感謝の気持ちを表す

ために準備をしてきま

した。どうぞ，楽しん

でください。 

これから,わたしが考

えたじゃんけんを紹

介します。隊の皆さん

に感謝の気持ちを表

すために準は，この日

までに，見こ守り隊の

皆さんに感謝の気持

ちを表すために準備

をしてきました。どう

ぞ，楽しんでくだ 
・・・ああ，わかった,

わかった！ 

もう一回言うよ。 

探検の時，ぼくたちを安

全に連れて行ってくだ

さって，ありがとうござ

いました。 


